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学校教育
１．基礎・基本の確かな定着を図り、主体的・創造的に活用する能力をはぐくむ
【重点目標】①個に応じた学習指導の創意工夫に努め、基礎・基本の確かな定着を図る
②児童生徒一人ひとりの興味・関心等に応じて学習課題を設定し、自ら学び考える
力を育てる
事務事業名等

特別支援教育支援員配置事業

評

事業内容

インクルーシブ教育を充実させるため、
特別な支援を必要とする児童生徒が在籍す
る学校に配置し、児童生徒に応じたきめ細
かな指導および支援が受けられるようにす
る。
（支援員を小学校9校20名、中学校5校12
名、看護師を小学校2校に配置）

新型コロナウイルス感染症による臨時休
業に伴う補習等を支援するため、学習指導
新型コロナウイルス感染症対策
員（地域人材）を配置し、学校における学
のための学習指導員配置事業
力向上や新型コロナウイルス感染症に配慮
した学習活動の取組を支援する。
（令和2年度は5小学校、4中学校で実施）

外国青年招致事業

[学識経験者の意見]

価

成果・課題及び今後の対応等

小中学校における英語教育の充実を図る
ため、市内中学校に外国語指導助手(ＡＬ
Ｔ)を8名配置する。小学校における外国語
活動および中学校英語科の授業において
チームティーチングを行い、児童生徒の英
語によるコミュニケーション能力の育成を
図る。

担当課

【成果】
適切に支援員を配置することができ、児童生
徒一人一人の教育的ニーズに応じた支援をする
ことができた。学級担任をはじめ学校職員と連
携した対応が進められた。
【課題】
厳しい財政状況の中ではあるが、通常学級に
在籍する発達障害など特別な支援を必要とする
児童生徒数は増加しているので、引き続き増員
を図るとともに適切な配置に努める必要があ
る。

学校教育

【成果】
授業の同室指導や放課後の個別指導におい
て、児童生徒の特性や状況に応じた指導や支援
を行うことにより、一人一人の学習へ興味関心
を促すことができた。また、個別のレベルに応
じた学習課題を用いて、主体的に学習する中
で、きめ細やかな指導をすることができ、学力
の定着につなげた。
【課題】
対応できる地域人材の発掘に努めているが、
指導者として適任である教員免許を持つ講師の
確保が難しい。また、学級担任等と指導者が児
童生徒の個々の課題等を共有する時間確保に工
夫が必要である。

学校教育

【成果】
生の英語に触れることにより、積極的にコ
ミュニケーションを図ろうとする姿勢や態度の
育成につながった。また、自国の文化や異文化
に対する理解が深まった。
【課題】
より効果的な活用を図るため、教員と外国語
指導助手(ＡＬＴ)とのチームティーチングの在
り方についての教員研修や、ＡＬＴの指導力等
向上のための研修を推進する必要がある。ま
た、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、
7月中旬には7名、8月6名、1月5名の配置となっ
た。

学校教育

〇様々な教育課題に対応するためには適切な人的配置が必要であると考えますが、今回の臨時休業に伴う学習
指導員配置事業は当を得た事業であったと思います。また特別な支援を必要とする児童生徒への合理的配慮と
して、特別支援教育支援員や看護師を相当数確保していただいていることに敬意を表します。ただ、採用枠が
あっても、人材を確保できなければ絵に描いた餅となってしまいます。また、学校現場の負担も大きくなって
しまいます。大変難しい課題であるとは思いますが、その解消に向けて計画的かつ最大限の対策を講じていた
だきたいと思います。学習指導の充実という面で、読書活動の推進が挙げられます。発達段階に応じた読書活
動や家庭、地域、公立図書館等と連携した読書活動の充実を図るために学校司書の増員や図書費の増額に尽力
していただきたいと思います。
〇コロナ禍にあって、感染症対策のための学習指導員配置事業において児童生徒一人一人の特性や状況、家庭
環境を理解し、学習への興味関心を促しきめ細やかな指導が出来、学力の定着につなげたことに感謝いたしま
す。外国青年（ＡＬＴ）招致事業においては、学校の授業だけにとどまらずに日常生活においても英語を意識
することで、より積極的なコミュニケーション姿勢につながり、それが世界に目を向け羽ばたく児童生徒の育
成につながると期待し、充実が図れることを望みます。
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学校教育
２．お互いを思いやり、命と人権を大切にする心をはぐくむ
【重点目標】①一人一人の自尊感情を高め、自己実現と共生をめざす人権教育を推進する
②人間的なふれあいを通して、心のきずなを深める生徒指導の充実を図る
事務事業名等

人権教育授業研究の実施

[学識経験者の意見]

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

【成果】
推進にあたっては、体験的な活動を多様な形
で取り入れるとともに、自尊感情を高め、自他
共に尊重し合う人間関係を築く力を培う等の指
各校において人権教育上の課題を共有し、 導方法の工夫や改善等について、学校間の情報
教育活動実践にあたっての工夫改善のため 共有を図ることができた。
の情報交換を図っている。
【課題】
いじめ、児童虐待、インターネットによる人
権侵害、ジェンダー等、新たな人権課題につい
て、さらに積極的に取り組んでいく必要があ
る。

担当課

学校教育

〇コロナ禍においては活動が制限されることが多く、差別を解消し、ともに生きる社会づくりに向けた人間関
係作りや自尊感情を高める取組、情報共有が思うように進まなかったのではないかと危惧しています。同和教
育のこれまでの教育実践を踏まえ、今日的な人権課題であるいじめや児童虐待、インターネットによる人権侵
害、ジェンダー等に対して、多様な体験活動を取り入れるなど指導方法を工夫し、主体的・実践的な人権学習
の取組を進め、各校間で情報共有が進むことを期待しています。
〇複雑、多様化する現代社会においては、人権教育において、自ら学び自ら考える力や豊かな人間性を培うと
ともに、多様な考え方や価値観を心の底から理解することが大切です。コミュニケーションツールの拡大に
よって、いじめ、誹謗中傷、ジェンダー等の人権侵害が課題であり、相手の気持ちを思いやれるコミュニケー
ションの指導方法をさらに取り組んでいただき、学校間での情報共有を引き続き図ってください。
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学校教育
３．道徳教育・体験活動を充実し、豊かな人間性や社会性をはぐくむ
【重点目標】①児童生徒の内面に根ざした道徳性の育成に努める
②体験的・実践的な活動を通して、よりよく生きるための基本的な心構えや
行動の仕方について学ばせる
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

【成果】
多様な活動を通して、子どもたちは協力し合
う意義を学ぶとともに、自ら考え主体的に判断
し、問題を解決する力の育成につなげることが
できた。
【課題】
指導員と救急員の確保が困難である。また、
5年生担任の加重負担にならないよう、学校全
体で協力的な指導体制を整える必要がある。

学校教育

中学2年生が5日間、学校を離れて地域の 【成果】
事業所等で職場体験活動や奉仕体験、文化
新型コロナウイルス感染症対応で5月から延
活動体験等に取り組む。
期での実施となったが、地域で働く人々や活動
(R2年度は3日間実施）
をしている人々との直接の交流を通して、豊か
地域に学ぶトライやる・ウィー
な心や社会性を身に付けるとともに、地域の一
ク推進事業
事業費
1,938千円
員としての自覚を強く持つことができた。
実施時期
10～11月
【課題】
参加生徒数
291人
生徒が希望する活動が行えるよう、新規受入
受入事業所数
123か所
事業所の開拓を進めたい。

学校教育

自然学校推進事業

小学校5年生が4泊5日で学校や家庭から離
れ、豊かな自然の中で集団生活を通して仲
間との協調性や自主性を育む。
（R2年度は2泊3日での実施）
事業費
4,648千円
実施期間 9月28日～10月7日
参加人数 316人
実施場所 青少年交流の家

小学3年生を対象に、環境に関わるテーマ
を定め、年間を通して、自然の中での体験
活動を実施する。自然観察や栽培・飼育等
の体験活動を通して、命と環境の大切さを
学ぶ。

環境体験事業

【成果】
自然と触れ合う活動を通して命と自然を大切
にする心を育むとともに、地域の人々との交流
を通してふるさと意識の醸成につなげることが
できた。
【課題】
地域指導者の確保や効果的に学習を進めるた
めの連携強化を図る。

学校教育

中学1年生を対象に、本格的なオーケスト 【成果】
ラ演奏に親しむ機会を設け、芸術文化への
本格的な音楽ホールでオーケストラの生演奏
興味関心を高めることにより、豊かな情
を鑑賞することができた。レベルの高い芸術に
操、感性を身につけた人材の育成を図る。 触れ、貴重な経験となった。
【課題】
事業費
694千円
新型コロナウイルス感染症対応や淡路島内3
実施校数
1中学校
市の実施時期が重なることから島内バス会社で
実施日
10月8日
のバスの手配が難しい場合がある。

学校教育

事業費
実施校数

青少年芸術体験事業
（「わくわくオーケストラ教
室」バス利用補助事業）

2,006千円
11校（16学級）

〇制限された中での活動ではありましたが、子どもたちは活動を通して多くのことを学べたのではないかと思
います。体験活動は、「豊かな心」を育み、未来に向けて主体的に人生や社会を切り拓く人づくりの基盤とな
ります。また、情報リテラシーを高める基礎にもなります。どの体験活動も定着し、子どもが楽しみにしてい
る活動です。大変な状況下、様々な工夫により実施にまでこぎつけていただいた先生方のご苦労に対し敬意を
表します。
[学識経験者の意見]
〇小学生、中学生時に実際に体験したことや実践したことは、将来において生きるための基本的な心構えや行
動につながる大切なものです。現在行われている事業は非常に重要なものばかりですが、指導者の確保や多方
面との連絡調整等での時間を要すると推測しますが、児童生徒により多くの体験を積ませてあげる工夫、検討
も望みます。また、アンケートなどの実施により、児童生徒からの意見があれば、その意見を取り入れてあげ
るような試みもお願いします。

環境体験活動よりバードウォッチング(学習小)
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トライやる・ウィーク
給食センター（津名中)

学校教育
４．防災教育を推進し、学校園内や通学路での子どもの安全を守る取組を進める
【重点目標】①学校・園における防災教育を充実する
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

【成果】
地域住民や関連施設との連携による防災訓
練、語り部による防災講演会の実施、防災関連
施設の見学、防災マップの見直しにより児童生
徒の防災意識の向上を図ることができた。
【課題】
災害から身を守ることのできる人を育てると
ともに、「持続力ある防災」につなげることが
大切である。

学校教育

【成果】
多くの保護者が登録を行っており、災害時の
各学校の行事予定や不審者、不審電話、
連絡や注意喚起を一斉配信することができた。
事件情報等、学校安全に係る情報を希望す
また、行事予定や学校行事等の様子の配信も各
防犯情報システム（こどもあん る保護者のスマートフォンや携帯電話に配
校において定着した。
しんネット）活用事業
信する。
【課題】
登録データを有効活用し、業務改善につなげ
登録者数：5,973人(令和3年3月時点)
ることが必要である。さらなる効果的な活用に
向け、活用状況の情報共有を図る必要がある。

学校教育

「学ぼう災教育」の展開事業

災害から身を守ることのできる人を育て
ることにより、周りの人々や次世代の子孫
等へ防災意識を繋げ「持続力のある防災」
を実現するため、防災教育や防災研修を実
施する。
（淡路県民局主催事業。危機管理部が担当
する事業に小学校10校、中学校2校が参加）

〇日頃の防災訓練や防犯訓練は、子どもの安全・安心を守るために欠かすことのできない取組です。予想され
る南海トラフ巨大地震や多発する風水害等に備えるための実践力（防災リテラシー）を培うことは重要な取組
です。今後も、児童生徒が主体的に判断し、自分の命は自分で守ることのできる力の育成に努めていただきた
いと思います。「こどもあんしんネット」では、警報発令にともなう引き渡しや注意喚起を呼び掛ける配信、
また行事予定や学校行事の様子の配信も行われており、学校からの情報配信・提供のアイテムとしてすでに定
着しています。大変有効なシステムであり、今後も効果的な活用に努めていただきたいです。
[学識経験者の意見]

〇阪神淡路大震災から26年、東日本大震災から10年が経過し、その後も日本の各地で地震、台風、大雨等の自
然災害によって多数の方の尊い命が奪われています。命を守るため、多様な災害を想定した防災教育、訓練を
通して子どもたちには「自分の命は自分で守る」を自ら意識できるよう今後も指導をお願いするとともに、地
元関連施設との連携活用により、被災経験者の体験等を聞くことで自然災害への備えの大切さが身近に感じら
れ、防災教育の更なる重要性の認識にもつながることを期待します。あわせて、市内の全児童生徒が、北淡震
災記念公園等を訪れるなど、市施設を有効活用していただきたいと思います。こどもあんしんネットについて
は、年々登録者数が増加し、災害時の通報や学校からの情報が迅速に行われていることに感謝いたします。ま
た、子どもの安全・安心を守るためのさらなる活用についても取り組まれるようお願いします。

こどもあんしんネット（一宮中）
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学校教育
５．特色と魅力があり、地域や保護者に信頼される学校づくりを進める
【重点目標】①特色ある教育課程を編成し、特色ある学校づくりを進める
②学校評価システムを確立し、地域・保護者に信頼される学校づくりを進める
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

【成果】
自己評価に加えて、学校関係者評価から得ら
れた様々な提言を生かすことで、学校改善につ
なげることができた。評議員の方々の協力によ
各学校に地域の方々からなる学校評議員 り、地域人材の活用を図ることができた。
を組織し、学校経営方針等の教育目標達成 【課題】
のための方向性について示唆をいただいて
学校評議員会において、学校の状況を周知
いる。
し、学校としての説明責任を果たすことが大切
である。また、評議員の意向を把握し反映する
とともに、その理解や協力を得て、特色ある教
育活動を主体的かつ積極的に推進していくこと
も重要である。

学校教育

学校評価の実施

学校が1年間の取組を自己評価し、次年度
への改善点を明らかにする。また、学校関
係者による外部評価を行い、学校運営に反
映する。評価結果は教育委員会に報告する
とともに保護者等に学校だより等で公表す
る。

【成果】
全ての学校において学校自己評価及び学校関
係者評価の実施、報告、結果の公表が行われ、
教育委員会へ報告があった。評価結果に基づく
改善点の検討を通して、学校運営の改善が図ら
れた。
【課題】
学校評価の結果を踏まえ、報告や公表等によ
り、全ての関係者と情報を共有し、地域や保護
者に支援を求めるとともに、学校・家庭・地域
それぞれの教育力がより一層高められていくこ
とが望まれる。

学校教育

オープンスクールの実施

【成果】
コロナ禍の全小中学校において、それぞれが
工夫を凝らし普段の児童生徒の様子や学校行事
等の取組を公開し、開かれた学校づくりを推進
授業をはじめ給食や掃除、部活動、行事
することができた。
等、学校の教育活動全般を保護者や地域の
【課題】
方々に公開する。期間は5日間程度とする。
コロナ対策を図りながら、保護者や地域住民
が来校してもらえるよう、周知方法の工夫を行
うとともに、オープンスクールの取組を教育活
動の改善に結びつけていくことが重要である。

学校教育

就学援助事業

【成果】
経済的理由により就学が困難な児童生徒が安
市就学援助規則に基づき、就学援助認定 心して就学し、学校生活が続けられるように、
を受けた世帯に対して、学用品費、給食
的確な運用とその充実が図られた。小中学校に
費、修学旅行費等の助成を実施した。
おいて入学前に入学準備金を支給している。
【課題】
準要保護児童生徒数297名
不安定雇用による生活困窮世帯及び母子家庭
が依然として多く、継続した扶助を必要として
いる。

学校教育

学校評議員の設置
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学校教育
５．特色と魅力があり、地域や保護者に信頼される学校づくりを進める
【重点目標】①特色ある教育課程を編成し、特色ある学校づくりを進める
②学校評価システムを確立し、地域・保護者に信頼される学校づくりを進める
事務事業名等

教育振興事業

評

事業内容

【成果】
各小中学校のコンピュータシステム（校務
センターサーバ方式によるデータ一括管理及
系・教育系）を維持した。
びセキュリティを確保することができた。ま
た、コンピュータ教室にて充実した授業を展開
事業費
できた。
(保守等)
【課題】
小学校
61,684（千円）
現在のシステム環境とタブレットとの双方の
中学校
41,203（千円）
有効活用を考える必要がある。
教材備品・図書の充実

学校管理事業

事業費
（教材備品）
小学校
5,352（千円）
中学校
3,304（千円）
（図書）
小学校
2,227（千円）
中学校
1,101（千円）

小中学校地震速報設置事業
事業費
内訳
業務委託費
設計監理費
工事費

15,587（千円）
330（千円）
990（千円）
14,267（千円）

小中学校体育館換気設備設置事業
小中学校整備事業

事業費
内訳
設計監理費
工事費

41,620（千円）
7,271（千円）
34,349（千円）

小中学校自動水栓改修事業
事業費
内訳
（工事費）
小学校
34,938（千円）
中学校
7,011（千円）

[学識経験者の意見]

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

教育総務

【成果】
教材備品を活用した授業の活性化、また、図
書を通して、児童生徒の読書活動の充実や主体
的・意欲的に調べ学習に取り組むことができ
た。
【課題】
学校規模に応じた適切な備品整備や管理体制
を充実させる必要がある。

教育総務

【成果】
児童生徒自らの避難行動をとろうとする意識
や防災に向けた意識の向上につながった。
【課題】
定期検査等により、設備の適切な維持管理を
行う必要がある。

教育総務

【成果】
換気が促進され、熱がこもらなくなり、災害
時の避難場所、ウイルス対策としての機能設備
を備えることができた。
【課題】
継続的な維持管理に努める必要がある。

教育総務

【成果】
レバーに触ることなく手洗いができ、ウイル
ス対策にも寄与している。
【課題】
故障時のメンテナンスや部品取換えなど維持
管理を行う必要がある。

教育総務

〇各学校では保護者や地域に信頼される特色ある学校づくりを進めるために、教職員だけの自己評価でなく、
児童生徒、保護者、学校評議員、関係者により評価・検証が行われてきましたが、「社会に開かれた教育課程
づくり」の観点から大変重要な取組となっています。今後も、学校・家庭・地域の連携・協働により、地域全
体で子どもたちを見守り、育てる取組を進め、「地域とともにある学校づくり」を進めていってほしいと思い
ます。多くの学校で「朝の読書の時間（朝読）」が定着しているようです。学習活動の充実のために図書費増
額が望ましいと思いますが、児童生徒数の減少に伴うものなのでしょうか、年々減額されているのが気になり
ました。学校整備事業は、防災やコロナ禍での対応が速やかになされ、適切な事業執行であったと評価しま
す。
〇学校評議員の設置、学校評価の実施や安全・安心確保によってコロナ禍においてもオープンスクールが実施
され、保護者や地域の方々に学校公開することで、より良い特色、魅力ある学校づくりの意識も高まり、それ
が地域の教育力アップにつながっていくと確信します。コロナ禍における就学援助事業の拡充、児童生徒の学
びの場の環境充実のため「地震速報設置事業」、「体育館換気設備設置事業」、「自動水栓改修事業」が迅速
に実施され教育現場の改善に取り組まれていることに感謝申し上げます。

-7-

学校教育
６．教職員研修を充実させ、教育の専門家としての資質能力の向上に努める
【重点目標】①専門性と実践的指導力の向上に努める
②地域の行事やボランティア活動に参加し、豊かな人間性の涵養に努める
③安全かつ安心できる学校保健・学校給食を確立する
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

教育活性化推進事業
「あいプロジェクト」

小中学校が令和時代における新たな教育
課題の発見・解決に向けた実践的な教育研
究活動を奨励・支援するとともに、小中一
貫教育の充実を図り、義務教育9年間を見通
した教育の在り方について研究を推進し、
教職員の資質の向上や児童生徒の学力向
上、生徒指導の充実に資する。

【成果】
各中学校区を一つのグループとして、小中学
校教員が9年間の義務教育を見通した児童生徒
像を共有して研究に取り組んだ。合同研究や他
校の校内研修への参加を通して、小中、小小間
の実践の交流が活発に行われ、グループ内の連
携が進められている。
【課題】
コロナ禍にあり計画していた小中学校の交流
合同授業等の取組が見送られたが、withコロナ
時代の交流のあり方を検討したい。各中学校区
において、小中学校がより一層の連携を図り、
全体計画を完成させるとともに、「義務教育9
年間を見通した教育」のまとめを行う必要があ
る。

学校教育

「学びイノベーション事業」

【成果】
タブレット端末1,330台を導入し、従来のと
おり小学4年生への新機配備と小学1～3年生に
も一人一台の配備をすることができた。また、
中学校卒業生分で使えるものを教員用の古く
なった端末と順次入れ替えることができた。指
導力向上については、活用研究の核となる「学
びイノベーター」を中心に研究・研修を進め各
「タブレット活用教育推進事業（H26～
校へ成果を還元することができた。また、リ
H30）」の継承と発展に向け、全ての児童生 モートによる自由参加の研修会を実施し、今後
徒に対してタブレット端末1人1台環境等を につながる新しい研修方法で実施することがで
整備し、これらの機器を活用した教育を充 きた。各校においてもＩＣＴを活用した授業改
実させるための研修を進める。
善研究が推進されており、児童生徒の興味関心
や意欲の向上、学習の深化に繋がっている。
【課題】
各校毎に大型提示装置（電子黒板機能を含
む）の整備状況が異なっており、十分な活用が
できない教室においては、できるだけニーズに
沿ったものを整備していく必要がある。また、
児童生徒が主体的に活動できる授業づくりに向
け、タブレット端末を有効利用した授業改善を
進める。

学校教育

学校保健事業

【成果】
各種検診や健康教育を実施し、健康管理を行
うとともに、学校環境（水質、照度等）の検査
実施により学習環境の安全を確保することがで
児童生徒の学校における健康管理と学校環 きた。
境の安全を確保する。
【課題】
検診事業は、医師会に委託をしているが、専
門医の不足が懸念される。また、今後は児童の
減少に伴い、複数校での実施の検討が必要とな
る。

学校教育

小中一貫教育推進事業「あゆみプロジェクト」
合同研修会（岩屋中学校区）

学びイノベーション事業
リモートで家庭とつないでの学習（多賀小）
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学校教育
６．教職員研修を充実させ、教育の専門家としての資質能力の向上に努める
【重点目標】①専門性と実践的指導力の向上に努める
②地域の行事やボランティア活動に参加し、豊かな人間性の涵養に努める
③安全かつ安心できる学校保健・学校給食を確立する
事務事業名等

学校給食の地産地消の推進

[学識経験者の意見]

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

地産地消の推進を図り、食育の向上を促
進し、児童生徒に安全安心な給食を提供す
る。年間を通して地場産の使用率を高める
とともに新たな食材を発掘する。また、企
業及び事業所と連携し、加工食品品目の開
発促進を進める。

【成果】
淡路産の野菜等を指定して使用するととも
に、新しい農産物・水産物の発掘も行ってい
る。
【課題】
市内食材の種類は豊富ではあるが、事業所に
おいて継続的に大量の給食用として安定供給で
きる生産・加工体制が必要である。

担当課

学校教育
(給食センター)

〇タブレット端末がすべての小中学校において一人一台配備され、それに伴う周辺機器及び通信環境等の整備
も行われ、いち早く「ＧＩＧＡスクール構想」を実現させた淡路市の取組を大いに評価します。これをきっか
けに授業の在り方が大きく変わります。研究・研修が進み、授業改善が図られ、児童生徒の興味関心や意欲の
向上、学習の進化に繋がるよう、さらに取組を進めていただきたいと思います。同時に、活用の効果について
も評価基準（規準）・観点を定めて、ぜひ検証していただきたいと思います。小中学校間の連携を進めるため
に事業費が充てられていることは大変素晴らしいことであると思います。一層の連携が進むことを期待してい
ます。コロナ禍であるため、学校では配膳時や食事中の衛生管理には大変慎重な対応がなされたと思います。
当然、給食センターでもそれ以上の対応がなされたと思います。今後も、安全かつ安心できる学校給食の確立
をお願いしたいです。しかし、「黙食」は楽しくなかったでしょうね。
〇タブレットの活用事業等は、全国的にも先行し評価も高くこれまでの取組に感謝申し上げます。全児童生徒
にタブレット端末が行きわたり、9年間を見通した活用研究によって授業改善が図られることも期待します。コ
ロナ禍で浮き彫りとなったリモート、オンラインでの授業、研修などの適切な対応ができる教室環境や機器の
一層の充実を切望します。また、教職員にとって一番大切なことは、身も心も健康であることです。働き方改
革等がいわれている昨今で、休暇等も十分にとれるような環境整備に努めていただくようお願いします。学校
給食の地産地消については、大量の農水産物等の食材を安定して供給することは簡単ではありませんが、今後
も引き続き食の安全・安心のためにも淡路産の食材を活用することで、地域や郷土愛も育まれると思います。

学校給食の地産地消の推進
給食だより（給食センター）
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人権教育
７．自己実現と共生をめざす人権教育を推進する
【重点目標】①課題と展望を明らかにする
②人権に関する学習の活性化を図る
③人権尊重の文化に満ちたまちづくりをすすめる
事務事業名等

人権啓発事業

人権啓発事業

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

【成果】
人権イベントの紹介や開催の様子、市内事業
所や有識者の人権尊重の思い、市内小中学校の
紹介などを掲載し、身近な話題で市民の人権意
識の高揚を図ることができた。また、巻末クイ
ズの解答ハガキに添え書きされている感想や意
見も紹介し、市民との双方向の意見交換ができ
ている。
【課題】
毎時期の事業が定着しており、期待されてい
る声もあるが、原稿執筆依頼先を新規に開拓す
るため、関係機関の情報収集に努める必要があ
る。

市民人権

【成果】
人権作文に取り組むことで、小中学生はもと
より、市民の人権についての意識を高めること
人権文集「こころ」の編集・発行
ができている。小中学生には全家庭配布し、公
3,500部発行（市内児童生徒の家庭、公共施
民館など公共施設をはじめ、病院等へも配布す
設等への配布）
ることで、人権を身近なものとして意識できて
いる。
事業費 358千円
【課題】
一般成人の方の作文応募がとても少なく、募
集方法などを検討することが必要である。

市民人権

人権広報紙「まるごとじんけん」の編
集・発行
年3回 ＊1回に18,500部発行
事業費

人権啓発事業

評

事業内容・実施状況等

694千円

・人権啓発推進教材購入
（人権啓発ＤＶＤ等）
・人権尊重ポスター標語の募集と人権啓発
グッズ作成
（人権標語記載ｸﾘｱﾌｧｲﾙ、
ウエットティッシュなど）
事業費

388千円
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【成果】
様々な人権啓発イベントで啓発グッズを配布
し、日常生活での物品使用を通して、人権につ
いて考える機会を増やすことができた。
【課題】
障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法・
部落差別解消推進法啓発の広報手段を検討して
いく必要がある。

市民人権

人権教育
７．自己実現と共生をめざす人権教育を推進する
【重点目標】①課題と展望を明らかにする
②人権に関する学習の活性化を図る
③人権尊重の文化に満ちたまちづくりをすすめる
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

淡路市人権教育研究協議会

【成果】
「じんけん市民講座」などさまざまな事業を
市内各種団体、行政、学校、保育園
計画実施し、多くの市民の参画を得ることがで
(所)・認定こども園等から役員を選出し、 きた。また、市民の自主的な活動に住民学習支
人権教育・啓発事業の実践、研究を推進す 援事業として、人権講話の招聘も多くあった。
る。
【課題】
市人権教育協議会役員や市人権教育事業に参
事業費
3,030千円
加してくれる市民が高齢化しており、幅広い年
代の役員推薦や市民参加の方策を検討していく
必要がある。

市民人権

淡路地区人権教育研究協議会

【成果】
兵庫県人権教育研究大会淡路地区大会（R2年
度オンライン開催）、各専門部活動等を通し
兵庫県人権教育研究協議会及び島内3市の
て、島内3市の交流と淡路地区人権教育のレベ
人権教育研究協議会との連携し、淡路地区
ルアップが図られている。
の人権教育推進を図る。
【課題】
3市交流をさらに進め、淡路地区の活動を活
事業費
841千円
性化させるために、より魅力ある人権学習企画
を重ね、参加者へ感心と共感のある学習活動を
進めることが重要である。

市民人権

中止・延期行事（事業）

・淡路市人権シネマの集い
・人権映画祭
・淡路地区人権教育協議会定期総会
・人権教育推進事業

市民人権

[学識経験者の意見]

〇兵庫県人権教育研究大会淡路地区大会が、コロナ禍における三密を回避するための手立てとしてオンライン
によって開催されましたが、島内3市の交流と研究の成果の共有が図られたことは有意義なことであったと考え
ます。多くの事業が中止や延期となり、それはやむを得ない対応であったと考えますが、「じんけん市民講
座」の開催や広報紙、人権文集、啓発グッズ作成等、事業を停滞させないための工夫、熱意には敬意を表しま
す。
〇コロナ禍において「じんけん市民講座」などで多数の事業を実施されたことに感謝申し上げます。人権が尊
重された社会をつくるためには、人権教育の推進は無論のこと、学校、地域、家庭等の連携や協調が大切であ
ると考えます。そのためにも、今後も引き続いて多くの市民が参画しやすい事業企画をお願いします。
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社会教育
８．生涯スポーツを通して健やかな体を育成する
【重点目標】①地域に根づくスポーツコミュニティーづくりと多様なスポーツ活動の振興を図る
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

【成果】
新型コロナウイルス感染症による施設の利用
制限やスポーツを行う上での感染症対策などの
情報共有に努め、各種団体が連携して新型コロ
体育協会、スポーツクラブ21、スポーツ推
スポーツを通じた地域コミュニ
ナウイルス感染症の感染拡大防止に努めた。
進委員が協力連携し、その活動を通じて、
ティづくり
【課題】
スポーツの振興を図る。
新型コロナウイルス感染症の影響により、ス
ポーツ大会や研修が中止となり各種団体の活動
が縮小となった。また、役員の高齢化が進んで
おり、人材育成に努めていく必要がある。

スポーツ
推進

市民体育祭・スポーツ表彰式

8月から12月の間に体育協会各種目協会が
開催する大会を「市民体育祭」として位置
づける。また、スポーツ活動に貢献、又は
好成績を収めた者を当該総合開会式におい
て表彰する。

【成果】
感染防止対策を行いながら、10種目の市民体
育祭が開催され、約1,100人の参加をえること
ができた。また、スポーツ表彰として、優秀な
成績を収めた14人の市民を表彰し広報紙で紹介
するなど、スポーツ意識の向上に努めた。
【課題】
新型コロナウイルス感染症の影響により、多
くのスポーツ大会が中止となった。今後も体育
協会と連携しながら、感染対策の徹底を図り、
安全にスポーツに参加できる大会運営に努めて
いく。

スポーツ
推進

市立プール利用支援事業

【成果】
新型コロナウイルス感染症の影響により、小
中学校の夏休み期間が短縮される中、延べ
市内の小中学生の泳力を養い体力の向上
1,459人の利用があり、児童生徒の泳力向上と
を図るため、夏休み期間中、津名温水プー
体力の強化等に貢献することができた。
ル、津名第二温水プール、北淡温水プー
【課題】
ル、東浦Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの利用
消毒や検温、利用人数の制限など新型コロナ
料金を助成する。
ウイルス感染症対策の徹底を図る必要がある。
また、施設の老朽化が進んでおり、設備の改修
など適正な施設の管理運営に努めていく。

スポーツ
推進

【成果】
新型コロナウイルス感染症の影響により、施
設の臨時休館や営業時間の短縮を含めた感染防
止対策を行い、年間延べ約54,000人の方が温水
プールを利用した。また、津名温水プールにお
いては、昇温用チラー更新工事を行うなど施設
の安全管理に努めた。
【課題】
新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図る
ため、状況に応じ、施設の臨時休館を行う必要
が生じる。また、施設の老朽化により、将来的
に維持管理費の増大が懸念される。

スポーツ
推進

温水プール運営事業

津名温水プールと津名第二温水プール、
北淡温水プールの適正な施設管理を行い、
水泳を通して、幼児から高齢者に至るまで
多くの利用者の体力づくりと健康増進を図
る。
3施設指定管理委託料

40,370千円
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社会教育
８．生涯スポーツそ通して健やかな体を育成する
【重点目標】①地域に根づくスポーツコミュニティーづくりと多様なスポーツ活動の振興を図る
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

【成果】
淡路市スポーツ親善大使に委嘱している格闘
家でⅮＥＥＰウエルター級王者の住村竜市朗選
手と阪神タイガースの近本光司選手の二人の等
淡路市にゆかりのあるトップアスリート 身大パネルを淡路市役所に設置し、エレベータ
を通じて、淡路市の魅力をＰＲするととも の扉にラッピングを施すなど市民へのＰＲを
に、市民の郷土への愛着とスポーツへの関 行った。また、新型コロナウイルス感染症に配
心を高める。
慮し、近本選手が学習小学校5年生とリモート
交流を行った。
【課題】
交流事業における新型コロナウイルス感染症
対策が必要である。

スポーツ
推進

【成果】
元ラグビー日本代表の冨岡耕児さんを講師に
招き、一宮小学校4年生と北淡小学校4年生の児
ラグビーワールドカップ2019日本大会の 童がタグラグビーを体験し、チームワークを通
ラグビーワールドカップ2019レ 公認チームキャンプ地として、レガシーの じてお互いの違いを認め合うラグビーの精神を
ガシー事業
継承を図るため、子どもから大人まで気軽 学んだ。
に楽しめるタグラグビー体験等を行う。
【課題】
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を
講じたうえ事業を実施しているが、感染状況に
より事業の縮小や中止の必要が生じる。

スポーツ
推進

スポーツ親善大使

中止・延期行事（事業）

・淡路国生みマラソン全国大会
・全淡スポーツ大会
・スポーツ推進委員研修会
・スポーツフェスティバル
・淡路島ロングライド150
(代替イベント：サイクルフェスタ）

タグラグビー体験授業（北淡小）

スポーツ
推進

近本選手とのリモート交流（学習小）
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社会教育
８．生涯スポーツそ通して健やかな体を育成する
【重点目標】①地域に根づくスポーツコミュニティーづくりと多様なスポーツ活動の振興を図る

〇コロナ禍により活動が大幅に制限されたため、数多くの事業が中止・延期となってしまったことは誠に残念
なことでした。そうした中でも、感染症対策を徹底して事業を進め、成果を上げた報告には本当に敬意を表し
たいです。令和3年度こそ、各種事業が滞りなく開催され、スポーツコミュニティづくりと多様なスポーツ活動
の振興が図られることを祈念します。
[学識経験者の意見]

〇ソーシャルディスタンス、3密回避が叫ばれる中、淡路国生みマラソン全国大会、全淡スポーツ大会、スポー
ツフェスティバル等が実施出来なかったことはいたしかたのない判断であったと思います。スポーツは、子ど
もたちに夢と希望を与えるとともに、市民にとっては体力づくり、健康づくり、仲間づくりとなり、コミュニ
ティづくりにもつながり、それが健康寿命の向上にもなると思います。これからも引き続き幅広い年代層の市
民が参加しやすいスポーツ内容の検討をお願いします。
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社会教育
９．多様な学習課題に応える生涯学習の振興を図る
【重点目標】①生涯学習社会の構築を目指して、学習機会の拡大や学習成果の活用の推進を図る
②住民のニーズに応じて生涯学習施設の一層の利便性を図る
③住民の学習活動の活性化に向け、各種団体の育成や活動支援を図る
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

公民館活動の充実

地域活動の拠点と位置付け、人づくりを 【成果】
より推進するとともに、各地域に応じた市 新型コロナウイルス感染症対策のため、受講
民主体の活動を支援する。
者数や講座数も減ったが市民に地域活動の学
習・交流の場の提供ができた。
公民館事業費
89,760千円
【課題】
講座数
213講座
市民の多様なニーズに応じた気軽に参加でき
受講者数
377人
る講習、講演等の学習機会の提供が必要であ
延べ受講者数
2,521人
る。

社会教育

高齢者講座の運営

人生100年時代を見据え、年齢に関係な
く、新しい教養を身につけ、生き生きと充 【成果】
実した生活を送ることができ、併せて地域 新型コロナウイルス感染症対策のため、9月か
社会の発展に役立つことができる人づくり らの開講となり、年間6回の講座となったがバ
を推進する。
ランスを意識した構成で充実した講座内容で実
施できた。
地域
5地域
【課題】
講座数
67講座
生涯学習に関する学習機会の周知や取組内容
受講者数
302人
の充実が求められている。
延べ受講者数 1,452人

社会教育

図書館の運営

【成果】
淡路市立図書館基本計画に基づき、2館3
新津名図書館の開館。また、コロナ禍で、図
室体制による図書館運営を行う。また、第2
書館のあり方を見つめなおす機会につながっ
次淡路市子ども読書活動推進計画を策定
た。
し、学校等と連携しながら市内の幼児や児
【課題】
童に対する読書環境の充実に努める。
図書館のニーズが高まる中、より充実した
サービスを行うための計画を立てる必要があ
事業費
938,166千円
る。また、交流の拠点として、市民サポーター
利用者数
42,112人
等、市民協働の実現に向けて体制整備や学校司
貸出冊数 187,451冊
書との連携が必要。

ミニ演奏会（沖縄・三線でつながろう）

図書館×市民ワークショップ
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社会教育

社会教育
９．多様な学習課題に応える生涯学習の振興を図る
【重点目標】①生涯学習社会の構築を目指して、学習機会の拡大や学習成果の活用の推進を図る
②住民のニーズに応じて生涯学習施設の一層の利便性を図る
③住民の学習活動の活性化に向け、各種団体の育成や活動支援を図る
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

【成果】
新型コロナウイルス感染症対策を実施し、公
地域住民が中心となる社会教育実践の場 民館施設等を中心に地域の特色に応じだ生きが
の構築、社会教育施設に向けた提言を行
いづくりや市民の学びの場を提供することがで
社会教育委員による市の社会教
う。
きた。
育施策の検討
【課題】
委員会回数 1回
若者世代も参加できる生涯学習の推進や就労
に向けての学習機会を支援していく仕組みづく
りが必要である。

婦人会の活動支援

【成果】
「生命とくらしを守るためのライフスタイル
の創造」をスローガンとし、子育て支援や青少
多様化する地域社会で女性の観点からま
年健全育成、環境を考えたリサイクル活動、地
ちづくりに寄与する活動の支援を行う。
域での奉仕活動等の幅広い活動を行い、心豊か
な地域づくりの推進に寄与した。
会員数
122人
【課題】
加入団体
3団体（岩屋･一宮･東浦）
会員の高齢化と減少が進んでおり、組織の活
性化のため、地域で新しい婦人会活動の在り方
を研究・支援する必要がある。

担当課

社会教育

社会教育

〇淡路市も本格的な少子高齢化社会を迎えていますが、生涯にわたって主体的に学び続けるという生涯学習社
会の形成に向け、学習機会・情報の提供が必要です。市民の多様なニーズに応じた気軽に参加できる講習、講
演の提供、講座の開催についての案内等が課題として挙がっていますが、その解消に向けて計画的に対策を講
じていただきたいと思います。新津名図書館には交流の拠点として、市民協働の実現に向けた体制整備や学校
司書との連携を大いに期待したいです。
[学識経験者の意見]

〇新型コロナ感染症の影響を受け、「成人式」が延期されたことは残念であるが「3密」を避けることからの判
断であり、延期後の式典では、当事者の人生において良い思い出になることを切望します。公民館活動におい
ては、現代社会の課題に関する学習活動を通じ、得た知識・技術を地域社会で生かす場づくりや子どもたちを
育てる拠点となるよう更なる取組を期待します。また、図書館の運営については、3月にオープンした「津名図
書館」（愛称ミヨット）の「ひと・知識・情報の出会いの場」を基本として市内の2館3室が連携強化し、多様
化するニーズに応えることで多くの市民に愛される図書館（室）となるようなサービスの充実や事業展開をお
願いします。
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社会教育
１０．家庭と地域社会の教育力の向上を図る
【重点目標】①学校と地域との連携・協力体制を強化し、子どもを健やかに育む支援を図る
②青少年の健全育成に資するため、各種事業の充実を図る
③急激な少子化や核家族化の中で、親子の絆を深め心豊かに子育てができる支援を図る
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

放課後子ども教室推進事業

【成果】
色々な体験をさせることを目的に、里山遊び
放課後の子どもたちの安全・安心な活動 や伝統文化（茶道等）、スポーツ活動、自由遊
拠点として、市内に5か所7教室の「子ども びなど、子どもたちにとって充実した活動がで
教室」を設ける。
きた。既存のボランティア組織の多くの方々に
参画を得ることができた。
事業費
2,291千円
【課題】
登録者
178名（7教室）
学習アドバイザーや安全管理員の裾野を広
げ、学校・家庭・地域の連携体制強化を図るた
めの施策が必要である。

社会教育

学校支援地域本部推進事業

【成果】
ボランティアバンクを充実させることで、よ
学校支援ボランティアの派遣と学校にお
り活用の頻度が高まった。また、施設バンクを
ける連携教育のコーディネートのほか、ボ
作成し、学校と地域のつながりの深化を図るこ
ランティアバンクや施設バンクの作成と管
とができた。
理を行っている。
【課題】
地域コーディネーターの活動範囲を拡大し、
事業費
911千円
学校と地域ボランティア及び地元企業が双方向
対象校
市内小中学校
に連携・協働する仕組みへの組織化・ネット
ワーク化をさらに進めていく。

社会教育

【成果】
放課後及び長期休業日に家庭に代わる生活の
場を確保し、適切な遊びや指導を行い、児童の
健全育成を図ることができた。また、学童保育
一宮を一宮小学校空き教室に移転し、保護者の
仕事と子育ての両立支援体制の充実を図ること
ができた。
【課題】
共働き世帯の増加、対象学年の拡大に伴い利
用者数が増加している。小学校の余裕教室の活
用など施設の拡充が必要である。

社会教育

放課後児童健全育成事業

保護者が仕事等により昼間家庭にいない
就学児童及び健全育成上指導を要する児童
を対象に、放課後及び長期休業日（春・
夏・冬休み）に生活の場を確保し、適切な
遊びや指導を行っている。
事業費
131,028千円
登録者（11学童）
561名

放課後子ども教室（お正月寄せ植え体験）
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社会教育
１０．家庭と地域社会の教育力の向上を図る
【重点目標】①学校と地域との連携・協力体制を強化し、子どもを健やかに育む支援を図る
②青少年の健全育成に資するため、各種事業の充実を図る
③急激な少子化や核家族化の中で、親子の絆を深め心豊かに子育てができる支援を図る
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

担当課

【成果】
青少年センター（旧柳沢小）における適応指
導教室では、不登校児童への修学指導の強化を
図り、一定の成果を上げた。
青少年の健全育成のための諸事業を実施
【課題】
するとともに、不登校生のための適応教室
複雑化する社会において、少年非行や不登校
の開設及び各学校の生徒指導の支援を行
児童に対し、個々の状況に応じた個別的・継続
う。
的な相談・支援を行い、その特性を生かした就
学・就労等に結びつけるため、学校等関係機関
事業費 14,378千円
と連携し、これらに対応するための支援体制が
必要である。今後も、不登校児童生徒がより多
く学校復帰できるよう適切なケアを行っていく
ことが必要である。

社会教育

【成果】
淡路島内3市合同でＰＴＡ研修会を開催し、
実践交流や情報交換を通して、教育の今日的課
題について共通理解を図ることができた。
市内小中学校のＰＴＡ会員を対象に子育 【課題】
てや子どもの健全育成についての意見交換
ＰＴＡ会員は毎年必ず入れ替わるため、毎年
淡路市ＰＴＡ連合会の活動支援
を行い、会員全体での教育条件整備を行
同じ行事を行うようになりがちである。行事を
う。
実施することが目的になってしまうと、子ども
たちの実情を受け止めて、子育てする本来のね
らいが失われてしまう。社会環境の変化に応じ
て、何かひとつ新たな取り組みをＰＴＡ活動に
加えていくことが必要である。

社会教育

青少年センター管理運営事業

〇「学童保育一宮」を一宮小学校の空き教室に開設できるよう調整と整備が行われ、安心と安全が確保できる
学童教室が開設されたことに敬意を表します。青少年センターにおける適応指導教室において、不登校児童生
徒がより多く学校復帰できるよう、関係機関との連携や支援体制のもとで適切に就学指導が行われているとの
ことですが、今後もその取組に大いに期待したいと思います。
[学識経験者の意見]

〇ネット社会の急激な進行、価値観の多様化や共働き世帯の増加などで複雑な社会となっています。それにと
もなって児童生徒が抱える問題も多様化、複雑化していると察します。このような時（現代）だからこそ、学
校だけでなく、家庭、地域、関係機関が協力、連携して常に子どもたちの気持ちに寄り添い、見守っていくこ
とが大切です。また、現在の事業はそれぞれ重要なものであり、成果や詳細な目的は異なりますが、子どもた
ちの健やかな成長を事業の連携等によって、子どもたちにより良い効果があらわれる取組検討もお願いしま
す。
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社会教育
１１．芸術文化活動を推進する
【重点目標】①市民の創造的な芸術文化活動の推進と環境の整備を図る
②文化団体間での交流を促進し、市民の文化活動の活性化を図る
③地域の文化・芸術の向上をめざし、活動の拠点の整備と充実を図る
事務事業名等

文化団体の活動支援事業

文化ホール管理運営事業

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

【成果】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多
くの事業が中止となった。また、ひとの密集を
避けるため、ホール等を利用する芸能祭・茶会
は中止したが、感染拡大防止対策を行いながら
芸術文化振興のため、淡路市文化協会を 「地域交流文化展」及び「地域作品展」を行う
中心にした市民団体の活動に助成を行う。 など、市の芸術文化の振興に寄与した取組がで
きた。
【課題】
高齢化する社会にあって、後継者の育成や会
員の減少など、加盟団体の活性化の支援が必要
である。

【成果】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多
くの事業が中止となった。市内2か所のホール
市内2ヵ所の各ホールで地域性豊かな自主
は指定管理制度を導入しており、新型コロナウ
事業及び貸館事業を行う。
イルス感染防止対策を徹底し、指定管理者のノ
ウハウを生かした各ホールの特色ある運営に努
事業費
めた。
しづかﾎｰﾙ 24,968千円
ｻﾝｼｬｲﾝﾎｰﾙ 57,106千円
【課題】
市民の芸術文化の拠点となるよう、ホール2
館体制による魅力ある事業運営が必要である。

【成果】
島内の関係者が一堂に会する同事業は、淡路
淡路地域で活動する様々な団体が一堂に
市内の伝統芸能の継承団体へ、有意義な発表の
会し、お互いの舞台発表等を通して交流す
場を提供する予定であったが、新型コロナウイ
ることで、地域文化の振興を図ることを目
ルス感染拡大防止のため、令和2年度は、「コ
的に令和2年度より事業を実施する。
ロナに負けず文化の明かりを灯しつづけ、新し
淡路島ココだけの文化祭の実施
いライフスタイルを彩るハートフルなプログラ
参加団体島内
13団体
ムを届ける。」をコンセプトとして各団体のパ
(淡路市3団体)
フォーマンス映像の配信を行い、人々が文化に
映像配信閲覧者総数
2,245人
触れる機会を提供した。
（2月1日～3月16日）
【課題】
負担金
103千円
新たな出演団体の発掘や後継者の育成が必要
である。

担当課

社会教育

社会教育

社会教育

〇令和2年度は芸術文化活動がコロナ禍のために停滞した年でありました。そうした中でも、「地域交流文化
展」や「地域作品展」を行うなど市の芸術文化の振興に寄与した取組ができたことに、また「淡路島ココだけ
の文化祭」においては、各団体のパフォーマンス映像の配信を行うなどの工夫により実施できたことに対して
も敬意を表します。
[学識経験者の意見]

〇文化芸術の振興は人の心を豊かにする活動で、生涯学習の一翼を担うものです。一方、地域において大切で
ある「伝承芸能」の後継者育成が問題であり、芸能文化団体、地域の方々等が一層連携し、問題解決に取り組
むことを期待します。また、アンケート実施などにより、利用者からの意見等を取り入れるなどもお願いしま
す。コロナ禍において、文化団体の活動支援事業に係る感染対策をとった「地域交流文化展」、「地域作品
展」が開催されたことに敬意を表します。また、文化ホールと文化団体等が協力し、誰もが生き生きと心豊か
に暮らすことができる地域社会がつくられる取組をお願いするとともに今後も引き続き行政の支援もお願いし
ます。
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社会教育
１２．文化財の保存・活用を図る
【重点目標】①文化財の活用による郷土への理解の促進を図る
②埋蔵文化財の発掘調査を実施し、開発事業の円滑な推進と文化財の保護との調整を図る
③伝統芸能や無形民俗文化財の保存・伝承を図る
事務事業名等

埋蔵文化財調査事業

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

【成果】
個人住宅等の建設及び生穂・佐野地域活性化事業
に伴う発掘調査を実施し、埋蔵文化財保護と円滑な
事業推進の調整を図った。また、小学校への出前授
各種開発事業に伴う埋蔵文化財調査を 業等により、地域の歴史に触れる機会に寄与でき
実施し、適切な保護措置を図るととも
た。
に、出土遺物の整理作業を推進し、調査 【課題】
報告書を刊行する。
市民が地域の歴史文化遺産に関心を持てるような
展示や勉強会等を開催する必要がある。子どもたち
事業費
1,239千円
が土器等を直接手で触れる機会や地域の歴史につい
調査遺跡数
5件
て学ぶ出前授業等を継続するとともに、教員と連携
し学校教育での活用を推進する必要がある。今後、
市民と歴史的価値を共有するために、合併以前に実
施した発掘調査の成果をまとめ、調査報告書を刊行
する。

担当課

社会教育

【成果】
地域住民やボランティア養成講座と連携し史跡の
維持管理を行い、草刈り業務を地域団体に委託する
史跡五斗長垣内遺跡を適切に保護する ことで、地域住民にとって魅力の再認識やおもてな
とともに、遺跡の特徴を生かし、歴史・ しの心の醸成に寄与した。また、連携事業として史
環境・地域の成り立ち等を学ぶ場として 跡周辺の文化財の紹介を行い、地域の活性化を促し
史跡五斗長垣内遺跡保存活用事
活用を図る。
た。課外授業等の受入れ等により活用が図れた。
業
【課題】
事業費
7,634千円
地域住民やボランティア養成講座と連携し適切な
来訪者数
4,135名
保護を行うとともに、人づくりの学舎、地域づくり
のシンボル、交流の拠点として積極的な情報発信に
努める。また、教育機関と連携し、遺跡を生かした
教育プログラムの開発と充実を図る必要がある。

社会教育

【成果】
舟木遺跡の第Ⅱ期発掘調査の1年目にあたり、122
㎡の発掘調査を実施した。竪穴建物跡を発見し、多
量の土器が出土した。また、市内小学生の発掘調査
舟木遺跡をはじめとした弥生時代遺跡 の見学、体験を実施するとともに、ボランティア養
群の総合的な調査を行う。
成講座の課外授業の受入などを行った。
【課題】
事業費
8,770千円
舟木遺跡の全域を対象とした継続的な発掘調査の
調査面積
122㎡
実施や出土遺物の分析、五斗長垣内遺跡との関係性
等について研究する必要がある。また、引き続き、
地域住民や土地所有者と当該遺跡の価値の共有を図
り、遺跡保存だけでなく集落環境を含めた活用を検
討する。

社会教育

国生み研究プロジェクト事業
～舟木遺跡 重点調査事業 ～

出前授業風景

舟木遺跡発掘調査
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小学生見学風景

社会教育
１２．文化財の保存・活用を図る
【重点目標】①文化財の活用による郷土への理解の促進を図る
②埋蔵文化財の発掘調査を実施し、開発事業の円滑な推進と文化財の保護との調整を図る
③伝統芸能や無形民俗文化財の保存・伝承を図る
事務事業名等

評

事業内容

価

成果・課題及び今後の対応等

【成果】
断層面の補修及びクリーニングを行うことによ
り、断層の保護を行った。また、見学者の地震の記
憶継承と防災教育の教材とするリーフレットを作成
国指定天然記念物の野島断層の補修及
し、野島断層や活断層に対する関心や理解促進に寄
びクリーニング工事、震災体験館地震体
野島断層補修及びクリーニング
与した。
験装置の保守点検を行った。
工事
【課題】
経年劣化により地震体験装置の一部に修理や部分
事業費
5,236千円
補強を行ってきたが、制御機器類も古く、今後も不
具合が発生する可能性が高い。定期的に専門家の意
見聴取を図り、全体の新設を含めた検討の必要があ
る。

文化財保存補助事業

【成果】
市指定美術工芸品や建造物を所有する｢東山寺」
等、指定文化財の保存管理を行っている団体に対し
市内に所在する指定文化財の保存管理
て補助を行い、文化財の維持管理や地域文化の継承
を行う団体等に対し、保存、管理及び活
及び普及・啓発に効果があった。
用に係る経費の一部を補助し、文化財の
【課題】
適切な保存に努める。
過疎化・少子高齢化が進行する地域では当該補助
があっても関係者の負担が大きいことから、これま
事業費
637千円
でのように地域で保存することが難しくなってきて
件数
6件
いる。地域の歴史教育を推進するとともに、地域の
宝・シンボルとしてPRし、文化財を保存・継承する
後継者探しや育成に取り組む必要がある。

中止・延期行事（事業）

・成人式
・青少年健全育成事業

[学識経験者の意見]

担当課

社会教育

社会教育

社会教育

〇小学校への出前授業は、児童が土器等を直接手でふれることができ、本物の歴史にふれることのできる貴重
な体験となったと思います。こうした文化財の活用や調査報告書の発行、五斗長垣内遺跡や舟木遺跡における
課外授業の受け入れなど、適切に文化財を活用し、また保護、保存に努められている取組を大いに評価したい
と思います。事業費がかかる分野であると思いますが、適正に配当されているのでしょうか、気になるところ
です。
〇五斗長垣内遺跡については、地域活性化やボランティア養成等が活用され、舟木遺跡においては引き続き発
掘調査し、更なる文化財の活用を期待します。市内には、国指定天然記念物の野島断層をはじめ多くの文化財
があり、それらをもっと市内外の方々に知っていただく取組と、児童生徒においては、教材としての積極的な
活用を望みます。歴史文化遺産等が観光面と連携し、地域の活性化につなげることにも期待します。

ボランティア養成講座

課外授業風景

ボランティア養成講座
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文化財調査風景

〇コロナ禍により、様々な活動や事業が中止となったり、制限されたり、感染症
対策の徹底を図ったりするなど、従来通りのやり方では進めることができない一
年であったと思います。そうした中でも行事、事業等の見直し、工夫改善、新た
な創造など、様々な取組が行われたと思います。そうした各課における取組を丁
寧に拾い上げ、もっと紹介いただいたらと思いました。学校教育においてであり
ますが、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善及びその検証について
は、どの項目で取り上げられるべきなのか検討していただきたいです。学習指導
要領が改訂され、令和2年度より小学校で新しい教育課程に基づく教育が全面的
に展開されていますが、令和3年度より中学校においても全面実施となります。
今回、教育委員会としてはその検証が必要だったのではないかと思います。
[総評・その他]

〇令和3年度（令和2年度対象）の教育委員会点検評価報告書を見せていただきま
した。淡路市教育員会の関係者が限られた人数や予算の中、令和2年度は、特に
コロナ禍における安全・安心の確保に多方面において気を配われ、教育方針の重
点目標を学校教育、社会教育、スポーツ推進において多岐の事業が実施されまし
たましたことに感謝を申し上げます。各事業での成果、課題やアンケート結果等
の意見にも真摯に耳を傾け一層充実した事業展開がされることを期待します。情
報化社会の急激な進歩やグローバル化社会が通常となりつつあり、利便性が高ま
る社会の一方で新たな課題等の発生など、子どもたちを取り巻く環境変化も急速
でありますが、教育委員会、家庭、地域がより一層つながりを深め、市民、子ど
もたちが豊かな心を育み、一人一人を尊重した社会、地域となるよう引き続き教
育行政の発展を祈願します。

学識経験者（５０音順

敬称略）
五百蔵聡、新阜照久

〈参考〉
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定によ教育長に委任さ
れた事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任
された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検と評価を行い、その
結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者
の知見の活用を図るものとする。
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令和３年度（令和２年度対象）
淡路市教育委員会点検評価報告書
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兵庫県淡路市生穂新島８番地
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